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第2649回 2022年9月7日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 福田 守

出席計
算会員 出席 欠席
数

9/ 7
25
20
8/ 10
23
16
会員総数 25名

5
7

出席
率％

80
69.57

ＭＵ

修正
出席率％

4

86.96

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 86.58%
8/10メークアップ4名生形会員(米山セミナー）
笹川会員 井岡会員、小澤会員（理事会）

点

鐘

会長

斉

唱

君が代、ベトナム国歌

ソ

ン グ

お 客 様

【会長挨拶】

竹村 信彦

会長 竹村 信彦

9月は基本的教育と識字率向上月間というこ
とです。読み書きのできない15歳以上の人の
数は、世界に約7億7500万人で全世界の成人の
17％にあたるそうです。学校に通っていない
子供は世界に6700万人いると言われています。
日本の幕末期の就学率は80%程度で当時では
世界一でした。武士の子どもだけでなく一般
庶民の子供も「読み、書き、そろばん」を学
んでいました。義務教育ではなく自主的に運
営された寺子屋に庶民の子供がこぞって修学
していたというほど、日本人の教育熱心さは
知られています。現在も識字率は世界でも
トップクラスで、私たちの周りには字の読め
ない人は殆んどいないと思いますが、令和2年
度の小学校の就学率は99.96%で、識字率も
99.0％で100%に満たないという統計がありま
す。（視覚障碍者が反映されてるかは不明で
す）貧困や無戸籍であっても中学までの義務

四つのテスト
米山奨学生
ド ティ トゥイ チャン様

【ニコニコボックス】
◇本人誕生日・西村頼子会員・川崎尭信会員
◇奥様誕生日・小川嘉一会員・西村清会員
・綱島清司会員
◇ご無沙汰しました（妻の治療のため）
福田 博隆会員
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教育は受けることができるはずですが、外国人
も含め恐らく0.1％近い子供が何らかの理由で
義務教育を受けられていないようです。また最
近は文章を読むことを厭い、避ける人が増えて
いるという話があります。娯楽や情報入手手段
が本や新聞など紙メディアからインターネット
に代わり、そこでも書かれている文字を読むの
ではなく、YouTubeなどの動画視聴になってい
るとのことです。SDGｓの4番目の目標「質の高
い教育をみんなに」とあります。機会の平等、
基本的な生活や安全のためにも、すべての子ど
もが「読み、書き、そろばん」といった最低限
の教育を受け、望めばより高等な教育を受ける
ことができなければなりません。

【理事会報告】

幹事 川崎 尭信

6.９月２８日（水）6クラブ及びポリオプ
ラス委員会合同例会が開催されます
18時点鐘 場所：ホテル日航成田
会費1人10,000円 (5,000円個人負担）
日中はゴルフコンペ有り
7.卓話者派遣について
西村清会員にお受け頂きました
8.各委員会セミナー
８月２０日奉仕セミナー：zoom開催
・高橋会員、小澤会員参加
８月２７日米山セミナー：生形会員出席
９月１３日インターアクト顧問会議
・小久保会員出席
９月１７日財団セミナー
・笹川会員zoom参加予定
１０月１日研修セミナー
・竹村会長、生形会員参加予定（TKP千葉）
１０月１日ブラッシュアップ研修会
・小久保会員出席予定
≪審議事項≫
1.６クラブ合同例会について
・現在出席は7名、引き続き出欠の確認をする
・登録料10,000円の内5,000円をクラブより、
5,000円を自己負担とする
・各自乗り合わせにての参加をお願いする

≪報告事項≫
1.会計報告

2.地区大会について（10月8／9日）
・各自乗り合わせにての参加をお願いする

2.８月２３日（火）
インターアクト年次大会が開催されました
主催：千葉黎明高校
場所：商工会議所３階

3.世界ポリオデー啓蒙活動について（10月23日）
・今年は成田空港にて開催される
・出欠の確認をする

3.８月３１日（水）3クラブ合同例会
（成田C,富里、白井）が開催されました
場所：ホテル日航成田
出席：竹村会長／川崎幹事
4.９月８日（木）八街RC主催にて会長・幹
事会が開催されます
場所：「やまもと」
出席：竹村会長／川崎幹事
5.９月１４日（水）夜間例会
点鐘：１８時００分
場所：「山王」 会費：５,０００円
バス有り

4.八街落花生マラソンについて（10月23日）
・正式な参加要請が無いのでクラブとしての参
加は行わない。したがって同日に行われる「世界
ポリオデー啓蒙活動」への参加をお願いする
5.その他
（1）青森大雨災害義援金について
・募金箱を回し各個人にて募金を行う
（2）少年野球チーム「八街ファイターズ」
40周年記念誌協賛のお願い
・前回同様20,000円を協賛する
・青少年奉仕委員会の予算より支出する
（3）御成街道祭りポスターのみ協賛について
・寄付金なしでポスター掲載のみ承諾
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【幹事報告】

幹事 川崎 尭信

【他クラブ訪問予行練習】
米山奨学生
◎インターアクト合同会議・顧問会議のご案内
ド ティ トゥイ チャン様
日時：2022年9月13日(火）14時30分開始
会場：千葉市民会館
◎RLIブラッシュアップ研修会Ⅱのご案内
日時：2022年10月1日(土）13時30分開講
場所：千葉市民会館
◎世界ポリオデー参加とポリオ根絶啓蒙動画
素材提供のお願い
◎RYLAセミナー実行委員のご推薦のお願い
推薦期日：2022年9月9日(金）
◎青森県大雨災害支援金について
皆さんこんにちは！米山ロータリー奨学生
のド ティ トゥイ チャンと申します。本日
はよろしくお願い致します。今日は4つのポイ
ントの自己紹介や学生時代頑張ったこと、米
山ロータリーから学んだこと、将来の目的に
ついて話させていただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。まず、一つ目の自己紹
介です。名前はド テイ トウイ チャンで
すが、名前はちょっと長くて読みにくいので、
「チャンちゃん」と呼んでくれると嬉しいで
す。スライドに添付している写真は私の写真
です。名刺の写真と同じです。今22歳ですが、
アルバイト先や学校などで「中学生ですか」
と よく聞か れます 。皆 さんもそ う思います
か？出身はベトナムのナムディンです。北の
方にあります。次のスライドで故郷を詳しく
紹介します。家族は5人います。現在秀明大学
の総合経営ビジネスを勉強しております。今
年は3年生です。2024年の3月に卒業する予定
です。今年の4月から米山ロータリー奨学生に
なりました。世話クラブは八街で、カウンセ
ラーは生形健一さんです。毎月第一水曜日に
例会に参加しております。八街クラブの皆さ
んはすごく優しいと感じています。私は日本
語がまだまだ上手く話せないのですが、皆さ
んいつも応援してくれて、とてもありがたい
んです。 趣味は本を読むことと絵を描くこ
とです。絵を描くのが苦手ですが、暇な時好
きなものを描きます。皆さん猫ちゃんが好き
ですか？私は猫が大好きで、よく猫カフェに
行っています。次のスライドでは自分の家族
を紹介します。左から一番上の写真はお父さ
んの写真です。お父さんは48歳で、商品販売
をしています。隣の写真はお母さんの

◎八街ファイターズ創立40周年記念事業協賛の
ご案内
記念式典：2023年1月22日(日）12時より
場所：八街商工会議所
＊掲載広告は電子データでお願いします。
◎奉仕プロジェクトセミナー御礼
◎ロータリーの友俳句コンテスト作品募集
募集期間：2022年9月1日～2023年2月28日
テーマ：ロータリー
選：夏井いつき先生（詳しくは友9月号にて）
◎9月28日(水）は6クラブ合同例会となります。
各自、乗り合わせ及び直行でお願いします。
ホテル日航成田18時点鐘です。

八街ロータリークラブ10月例会スケジュール

10月 5日(水）

理事会・通常例会

10月 9日(日）

地区大会(アパ幕張）
9時30分点鐘

10月 12日(水）

休 会

10月 19日(水）

北村市長来訪

10月 23日(日）
10月 26日(水）

12時30分成田空港第2ターミ
ナル前中央広場集合（ポリオ）
休 会
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大学に入ってからコロナの影響で、学校に
行けなくなり、ずっとオンラインで授業を受
けました。すごく大変でしたが、私にとって
日本での忘れられない日々でした。大学に行
ける時は大学にある国際交流会サークルに参
加しました。そこで日本人、中国人、ネパー
ル人、スリランカ人、タイ人の皆と色々な活
動を行いました。大変楽しかったです。後期
に 入って からも 皆と色 々活動 を行い たいと
思っております。大学以外では、国際交流会
(会話クラス)にも参加しています。その交流
会の目的は世界の人たちとつながって、文化
交流とボランティア活動を行うためです。そ
のメンバーに入ってから色んな国の文化を理
解できるようになりました。今年の4月から米
山ロータリー奨学生になっています。奨学生
になったばかりなのでわからないことが多く
て、日本語もあまり上手じゃないし、先輩た
ち を見て も優秀 な人ば かりな ので 、 自 分 が
もっと頑張らないといけないと思いますので、
これからもっともっと努力します。皆さん、
ぜひたくさん教えてください！ 3番目は米山
ロータリーから学んだこと。米山ロータリー
奨学生になって5ヶ月ぐらい経ちましたが、ま
だまだわからないことが多いと思います。前
回のセミナーで米山ロータリーの目的やなぜ
アジアの学生に注目されているか理解できま
した。また、皆さんは心から世界平和を願っ
ていることもわかってきました。世界平和を
守るため、自分が何をするべきか？自分はど
んなことができるのかを理解できました。自
分のためだけではなく、周りで困っている人
たちを助けるため、色々な活動を行います。
ポ リオを なくす ために ボラン ティア 活動を
やっているという話を聞いてすごく感動しま
した。皆さんと色々なところに行って活動が
出来ると嬉しいと思います。自分の力で少し
でも周りの人達を助けたいと思っております。
また、これから自分自身を持って成長するこ
とが大事だと思います。最後4つ目、将来の目
的です。まず自分自身を成長させるために、
より多くのスキルを練習する必要があると思
います。2024年の3月に大学を卒業する予定で
すが、卒業した後日本で働くつもりです。米
山ロータリーとの関係をつなぎながら、母国
(ベトナム)への活動を行いたいと思っており
ます。日本の会社に入ってたくさん経験を積
んで、ベトナムで企業を立ち上げたいと考え
ています。これからも夢にむかって、前に進
んでいきます。ご清聴ありがとうございます。

写真です。お母さんは44歳、お父さんと同じ
仕事をやっています。数年前親は農業の仕事
をやっていました。農業の仕事はすごく大変
で、農産物の値段があまり良くなかった。経
済的に不安定で、子供3人のお世話も大変だっ
たので農業を辞めて商品販売を始めました。
まだまだ大変なのですが、経済的にちょっと
安定して来ました。次の写真は弟です。弟は
今19歳で、今年の10月から留学生として日本
に来る予定です。最後の写真は妹です。妹は
今高校生の一年生です。数学と音楽が大好き
です。妹は私と似ていますか？子供の時はす
ごく似ていましたが、大きくなってだんだん
変わってきました。次のスライドでは私の故
郷を紹介します。ナムデインってどんなとこ
ろか皆さんに理解してもらいたいので約1分の
ビデオを作ってきました。どうぞ、ご覧くだ
さい！
どうですか？私の故郷はどんなところか想
像できますか？私の故郷は海があるし、山も
あるし、特に教会が多いです。有名な教会が
た くさんあ ります。よく動画 やニュー スに
載っています。最後の海のところには一番有
名な教会があって、昔、戦争の時に作られま
した。普段の建物はまっすぐの形で作られて
い ますが、 この教会 の面白さ は海の方 に向
かっています。すごく人気があります。
ベ
ト ナム料理 を食べた ことがあ る人はい ます
か？ナムデインの伝統的な食べ物には何があ
るか皆さんに紹介したいと思います。皆さん
がよく知っているのはフォーです。フォーは
私の故郷の伝統的な料理です。フォーを売る
お店がたくさんあります。フォーも美味しい
ですが、ほかにも美味しい料理がたくさんあ
ります。例えば黒ケーキ、パンミ、ネン、バ
ンゴイ。。。とても美味しいです。4年間ぐら
い食べれなかったので今写真を見てすごく食
べたいなあと思います。次はナムディンのお
祭りです。ナムディンは教会が多くて、夢で
すが、お寺もたくさんあります。特に毎年の3
月に大きなお祭りがあります。良いお年をお
祈りするため、全国の人たちが私の故郷に集
まって、2日間ぐらいお祭りを行います。買い
物 をしたり、神社に行ったり 、踊った り、
色々な遊びをしたりします。すごく楽しんで
います。 次は二つ目のポイントの学生時代
頑張ったことです。高校生の時クラスリー
ダーでした。子供の頃から文学が大好きで、
作文コンテストに参加しました。日本語を勉
強して、日本語能力試験に力を入れました。
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夜間移動例会

会場：割烹 山王

【会長挨拶】

第2650回 2022年9月14日例会報告

会長 竹村 信彦

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

9/ 14
23
14
8/ 24
24
15
会員総数 25名

9
9

出席
率％

60.87
62.5

ＭＵ

修正
出席率％

2

70.83

（ 名誉会員 3名

・ 出席免除会員 3名 ）
通算出席率 86.58%
8/24メークアップ2名 小澤会員、井岡会員（理事会）

点

鐘

ソ

ン グ

お 客 様

会長

林親睦プログラム委員長夜間例会の設定あり
がとうございます。今日は電力業界に絡んだ話
をいたします。この夏は電力需給ひっ迫という
ことがニュースになっていましたが、私は今度
の冬を心配しています。太陽光発電はご存じの
通り安定的な供給ができないので、それを補う
ために現状では供給調整のために火力発電所の
稼働が不可欠です。揚水式水力発電所という設
備があり、夏は昼の日照で太陽光発電がフル稼
働して、余力の供給があればその電力で揚水式
水力発電所の下の貯水池から上の貯水池に水を
移動することができ、電力需要の大きい時には
上の貯水池から水を落として発電、送電するこ
とができます。言わば巨大な蓄電池となってい
ます。一方冬は日照時間も少なく発電量も少な
くなります。揚水式水力発電を活用する余剰電
力も乏しく、増えた需要に対応するためには火
力発電をフル活用するしかない現状です。液化
天然ガスや石油の輸入調達コストも高騰し、世
界情勢によりその安定した調達にも不安があり
ます。そういった事情から電力価格の高騰やブ
ラックアウト（大規模停電）の恐れがあり、一
層の節電協力の依頼があるものと憂慮していま
す。

竹村 信彦

我等の生業
千葉黎明高等学校
副理事長 野球部総監督
荒井 信久様
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【卓

話】

千葉黎明高等学校
現在、本校野球部は、中野大地監督(拓大紅陵
副理事長 野球部総監督 高、明治大、日産、JFE東日本）が、バトンを
荒井 信久様 引き継ぎ、頑張ってくれています。今月18日

から、来春の選抜甲子園大会につながる、千
葉県大会が始まります。どうか、応援いただ
きたく、お願い申し上げます。
最後に、もう一言。千葉黎明高校は、本年、
創立100周年を迎えます。10月1日より、次の
200年に向けて、募金活動が、スタートします。
どうか、八街ロータリクラブの皆様にも、ご
支援いただきたく、重ねてお願い申し上げま
す。
ご清聴ありがとうございました。

平素は、千葉黎明高校に対し、格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。本日は、八街
ロータリークラブに、お招きいただき、皆様に
出版のご報告をできますことを、大変嬉しく
思っております。
コロナ禍の影響で、これまでに経験したこと
のない生活が続き、甲子園大会の中止、大学野
球の対戦方式・応援の変更、東京オリンピック
の順延・無観客開催を余儀なくされるなど、ス
ポーツ界も、異例ずくめの2020〜2022年となり
ました。
それでも、メジャーリーグの大谷翔平選手の
活躍、ロッテ佐々木朗希投手の完全試合、ヤク
ルト村上宗隆選手の三冠王への挑戦など、異次
元の活躍は、私たちの想像を超え、スポーツの
醍醐味を与えてくれています。
この本は、私の高校時代から、大学、社会人、
オリンピック、プロ野球そして、千葉黎明高校
(現在）に至る半世紀を、西村清理事長はじめ、
私とご縁の深い恩師、監督、仲間、選手の方々、
36名が登場、ご協力いただき、まとめあげたも
のであります。資料集めから、出版まで、3年
≪第1部≫
を要し、コロナ禍では、ありましたが、皆さん
第1章
の熱意に、後押しされ、令和4年4月22日に、出
第2章
版される運びと、なりました。
第3章
今日まで、野球を愛し、大切にして、時には
第4章
もがき苦しむ中で、どれだけ多くのことを、学
第5章
第6章
んできたでしょうか。仲間との友情、協力する
第7章
大切さ、負けたときの悔しさ。勝つ喜びや、あ
きらめなければ、上手くなれるなどの自信。そ
第8章
れら全てが、私の血となり、肉となったと、
第9章
思っております。『野球を愛し、野球に学ぶ』
の姿勢は、これからも大切にしていきたい、私
≪第2部≫
の宝物であります。
特集

心のふるさと
成東高校時代
明治大学野球部選手時代
明治大学卒業後、神戸製鋼所入社
バルセロナの空
明治大学野球部監督として
横浜ベイスターズ、
オリックスバッファローズ時代
そして千葉黎明高等学校野球部監督に
各時代の指導方法

（鼎談）三人の会

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 萬来 謙一 ・ 小澤 孝延
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